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現役の支援をよろしくお願いします！

法政大学工体連OB会ではホームページを用意しOB会の活動報告や各
部のホームページ紹介などを行っております。この度、機会をいただきまし
たので改めて紹介させていただきます。

【現役学生、OB会の活動状況】
理事会の議事録や会報は定期的にアップデートしております。現役の学生

やOBが日々どのような活動をしているのか、どのような課題に取り組んで
いるのかを見ることができます。現在の活動状況を知ることで自分の現役時
代を思い出し、現在の学生に興味を持っていただけるのではないでしょうか。
例年ですと、ゴルフコンペや学生と触れ合う“工体連お祭り”、“駅伝大会”な
どが予定されております。年間スケジュールをご確認の上、参加を検討いた
だけると幸いです。いつもの生活から少し離れて、一緒に学生時代を思い出
しましょう。

【各部HPリンクの紹介】
OB会のHPは、6団体で用意されております(空手部、柔道部、ワンダー

フォーゲル部、サッカー部、応援団)。現役学生のHPは、通常のホームペー
ジだけでは無く、Twitter(ツイッター )やInstagram(インスタグラム)な
ど時代にあった発信方法を活用しており、とても面白い内容となっておりま
す。各部のOB会や現役学生、そして大学と少し距離があいてしまった、と

いう方でもホームページであれば気軽に見ていただくこと
が可能だと思います。そして、少しでも距離を縮めて、も
う一度大学・部活に戻って来ていただけるような情報発信
をこれからも行って参りますので、定期的な閲覧を宜しく
お願い致します。現役のホームページの画面イメージは最
終ページを参照ください。

ホームページの構成は以下のようになっております。QRコードで検索し
てみてください。
トップ OB会長、理事長挨拶

理事会報告 定期的に行っている理事会の議事録を共有(パスワード
は各部の理事にご確認ください)

年間スケジュール 年間行事を紹介

OB会報 いつも郵送している会報の電子版(過去のバックナン
バーもご覧いただけます)

トピック ゴルフ大会、駅伝大会などのイベント結果を紹介
各部HPリンク 各部の現役、OB会のHPリンクを紹介
法政大学リンク 大学関連のリンクを紹介

工体連OB会　HP担当理事　今井幸平（空手部05）

法政大学工体連OB会ホームページのご紹介

今年度第56期工体連委員長を務めさせて
いただきますアルティメット部所属の菊地啓介
と申します。工体連OB会会員の皆様、平素
より私たち現役の活動を援助してくださり誠に
ありがとうございます。
昨年度より世の中はcovid-19の影響により

これまで経験したことのない状況に見舞われて
います。我々の学生生活にも非常に影響を及
ぼし、昨年度は大学での授業がオンライン授業
となり、キャンパスへ足を運ぶということもまま
ならない日々が続きました。それにより工体連
傘下団体も満足に課外活動ができず、新入部

員も思ったように入部せずと中々厳しい日々が続いております。今年度
は昨年度よりも活動しやすくはなるでしょうが例年とはまだ程遠い活動と
なることが予想されます。
さて、3月中旬頃に緊急事態宣言が解除されました。これより各部は
活動を再開していき、より活発に活動を行っていくと思われます。しかし
現在工体連傘下団体は学校の所有施設に使用制限があり、思うように学
内施設を使えておりません。そのため活動をするとなると各部で外部施
設を借り、使用費用を負担しています。今年の3月に各部団体に活動
を維持していく上で何がネックになっているのか等アンケートを取りまし

た。多くの回答としてやはり外部施設の使用費用が嵩んでる、または外
部施設の借用が難しいとの回答が多く見受けられました。
もちろん学生生活課を通し、大学側より補助金などは下りるようには
なってはいるのですが全額補助されるわけではなく、活動できたとして
も金銭面的にも以前より厳しいとのことでした。
これを踏まえ、誠に勝手なお願いではありますがこの場をお借りし工
体連を代表しましてOB会会員の皆様にぜひ現役部員を助けていただき
たく存じます。体育館、グラウンドの借用につながりがある方などは是非
工体連本部またはOB会会員様の現役部へ連絡いただけますと助かりま
す。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また先日私たち工体連本部は twitter アカウント (@kotairen_
HoseiU) を運用し始めました。現在は、各傘下団体の新入生向け新歓
PVを主に上げております。お暇がありましたらぜひご覧ください。また
新入生、新2年生の方にも是非見ていただき、もし興味を持たれました
ら入部していただければ幸いです。
最後となりますがcovid-19 の変異株などが新たに蔓延しており、ま

だ予断を許さない状況であります。皆様におかれましてもくれぐれも感
染なさらないようお気をつけください。
また工体連お祭りなどイベントでOB会会員様方とお会いできる日を
楽しみにしております。

第56代工体連委員長
菊地啓介

名誉会長 石原 　正昭（71卒） 会 　 長 桑原 　敏昭（79卒）
副 会 長 高津 　次朗（82卒） 監 　 督 上木 　泰裕（85卒）
幹 　 事 大野 永美子（84卒） 幹 　 事 網谷 　岳夫（05卒）
幹 　 事 泉　　 雅貴（07卒）

元気にゆっくり頑張りましょう！
法政大学工体連ソフトテニス部OB会法政大学工体連ソフトテニス部OB会
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賢者は歴史に学ぶ

2019年度工体連会長賞・OB会会長賞

法政大学工体連会長賞
賞 所属 種別 年 部・氏名

最優秀賞 空手部 団体 空手部
最優秀賞 バレーボール部 団体 バレーボール部 
最優秀賞 空手部 個人 1 古賀　悠士
優秀賞 空手部 個人 1 橋本　章央
優秀賞 空手部 個人 2 酒井　寛太
優秀賞 空手部 個人 2 國吉　道太
優秀賞 空手部 個人 2 上田　涼翔

法政大学OB会会長賞
賞 所属 種別 年 部・氏名

功労賞 バレーボール部 個人 4 松崎　朝花
功労賞 バレーボール部 個人 4 戸澤　理紗
功労賞 バレーボール部 個人 4 中田　沙希
奨励賞 バレーボール部 個人 1 野間　菜々香
功労賞 少林寺拳法部 個人 4 斎藤　愛海

『賢者は歴史に学ぶ』を見習って調べてみ
ました。100年前のスペイン風邪のことを
調べれば今後の行動に少しでも為になるの
ではないかと。先ずは、表にまとめてみまし
たのでご覧ください。発症より約2年間を
持って終息したそうです。因みに当時の日本
の総人口が5,719万人ですから、現在に換
算すると倍の数字になるかと思います。
第1回の総患者数は、日本の総人口の約

37％となります。当時の症状は、突然の発
症、チアノーゼ、血痰、鼻出血などの出血傾
向が強調され、死亡例の肺を解剖すると、血

液の混ざった水分で肺が満たされた状態（肺水腫）や、細菌感染を合
併した強い炎症の所見が見られ、20～40歳代の青壮年層で亡くな
る方も多かったそうです。

期　　間 総患者数 死亡者
第1回 大正7年8月～同8年7月 2,116.8万人 25.7万人（致死率1.2％）
第2回 大正8年9月～同9年7月 241.2万人 12.8万人（致死率5.3％）
第3回 大正9年8月～同10年7月 22.4万人 3,698人（致死率1.6％）

出所：内務省衛生局「流行性感冒」

その状況の中での当時の日本経済状況に目を向けますと、第一次世
界大戦特需による好調という状況の為、スペイン風邪からの経済状況
の落ち込みを知ることはできませんでした。
さて、私事、今回のコロナ禍におきましては、天から与えられた時

間と捉え、大断捨離を行いました。小・中・高・大学当時の作文や色
紙や写真等を振り返り、懐かしく面白く過ごすこともできました。と
同時に、人生と言う時間の経過が何と早いことに改めて気づきました。
そして、罹患された方には申し訳ありませんが、家族共に現在生かさ
れているということに対して、とても感謝の気持ちを抱きました。あ
りがとうございます。
私の今迄の生き方は、一言で、マハトマガンジーの『明日死ぬかの

ように生きよ。永遠に生きるかのように学べ』を基本に、出会った人、
世の中にできる範囲で恩返しを続けることでした。

この時間を利用して読んだ書物等により、上記の生き方に上書き保
存することができました。それは、全ての人に、良い機会は目の前に
現れるが、それを掴むか掴まないかは、その人が日頃から学び続ける
ことにより、判断力が高まれば掴む確率が高くなるということを、そ
して幸せへの度合いも高くなるということでした。
何時か必ず訪れる終焉の日に、後悔の無いように自分の思うところ

をもっと実行すべきだと確信致しました。
工体連の後輩に対してお伝えしたいことは、コロナ禍ではあります

が、日本の歴史を始め世界の歴史を学んでください。歴史は繰り返し
ます。もしかしたら、人生に対して事前に手を打つことができるかも
しれません。また、先輩方の話に耳を傾け、授業以外の書物にも触れ
『不易流行』の考えの元に選択、対応していただければと思います。
最後に、ある日本人青年が大富豪になりたく、ユダヤ人大富豪に手

紙を書き、了解を貰い直接会えた時のやり取りです。『お金持ちにな
るにはどうしたらよいですか』の問に、大富豪は『青年よ、人生は短い、
好きなことをしなさい』との答えでした。学問、社会奉仕、旅行、趣
味など思い存分残された時間を使ってください。

《愛犬の土居（ドイ）プードルの「くう」》
2008年 1月25日生まれの13歳
犬種：トイプードル、性別：オス、
趣味：散歩とボール遊びの体育会系
※ 主治医からは、年齢のわりにいい筋
肉してますねと言われています。
最近はもっぱら寝てます。

工体連ボクシング部OB会
部　長 春日　隆
名誉顧問 山崎　義澄（67経）
顧　問 大日方　四郎（68経）
 倉沢　勇（70土）
 比佐　幸三（70土）
 辻野　吉保（73電）
会　長 土居　通明（84経）
副会長 溝呂木　敦（87経）
事務局 小林　邦久（85機）
監督 笠井　健（93建）

コーチ 深沢　宗生（87建）
 藤江　達也（77土）
 若井　智之（81機）
工体連理事事務局長
 土居　通明（84経)
工体連理事 小出　圭介（96建）
若手OB枠 滝口　舞人（15創）
会　計 安立　倫生
会計監査 比佐　幸三

土居通明 ボクシング84
（18代工体連委員長）
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法政大学工体連バレーボール部OB会
ＯＢ会理事　古里　一文 (88経)
　　　　　 山田　　誉 (91土)
監　　 督　南澤　　一 (95電)

法政大学工体連バレーボール部OB会

バレーボール部の活動はFacebookでご確認ください。
投稿もお待ちしています。

検索

バレー部の
　ますますの
　　活躍を祈る！！

バレー部の
　ますますの
　　活躍を祈る！！

頑張れ、バレーボール部！

バレー部の監督を務めている南澤と申します。監督を仰せつかってか
ら20年以上となりますが、ここまで学生たちが我慢を強いられ、環境
に振り回された1年はありませんでした。この場をお借りして、当部の
近況を振り返ってみたいと思います。
2年前、2019年の関東理工系リーグ春季大会に於いて、我が法
政大学工体連バレーボール部（男子）は念願の1部優勝を果たすこと
ができました。しかし継続的なレベルの維持は難しいもので、代替わり
で迎えた秋の大会は一勝も上げられぬまま、残念ながら1部最下位と
いう結果に終わりました。その悔しさを胸に巻き返しを図るべく、新シー
ズンの活動を開始しようとした矢先、コロナの第一波が日本中を震撼さ
せることになります。そして昨年の4年生は活躍のチャンスを与えられ
ないまま、コートを去ることになりました。更に年明けには2回目の緊
急事態宣言が発令されましたので、恒例の追い出しコンパを開催する
ことも叶わず、4年生にはとても辛く、寂しい思いをさせてしまったこ
とは非常に心残りに感じています。
現役生に目を向けますと、彼ら、彼女らも未だに厳しい環境下に置か

れています。課外活動の許可が下り始めた10月以降も大学の体育施
設は全く使用できない状況でしたので、小金井市の総合体育館などの
学外施設を探すなど、学生たちは独自に練習場所の確保に奔走しまし
た。しかしながら団体登録の期間が過ぎていたり、既に予約が埋まって
いたりで、昨年度は部としての活動が全くできませんでした。
そして、もう一つの大きな出来事として、昨年度は恐らく創部以降初

めて、新入部員がゼロになってしまいました。オンラインでの新入生勧
誘はもちろんのこと、新入生向けにツイッターで情報発信したり、情報
交換用にLINEグループを作ったりと、制約がある中でも様々な工夫を
凝らしてくれています。しかしまともに練習もできないような状況下で
は、先に述べたように新入部員を一人も確保することができておりませ

ん。幸い部員に退
学者はおらず、部
員の減少もありま
せんが、部の存続
をも脅かし兼ねな
い状況に危機感を
覚え始めています。
大学の発表によ

れば、2021年度
は対面を基本に授
業を展開していく
方針とのことです。春からは少しずつキャンパスに学生たちが戻ってく
るでしょうが、これまでのように課外活動が行えるようになるには、まだ
まだ時間がかかることは明らかです。
部員の確保と練習場所の確保。これまで当たり前のように与えられ

ていた環境が、当たり前ではなくなってきています。コロナ禍において
は、工体連というアドバンテージに頼るだけでは何の解決にもならない
かもしれません。OBとして何ができるかわかりませんが、きちんと現
実を見据えながら、現役が部活動を通して貴重な経験、体験が得られ
るよう、監督としての寄り添い方を模索していきたいと考えています。
今回の記事をきっかけに都内のクラブチームで現役を続けているOB
の方から、合同練習で体育館の使用をお申し出いただきました。練習
場所の確保はもちろんのこと、OB会の絆の強さを改めて認識する良
い機会になりました。ありがとうございました。
バレー部の活動はFacebook ページ（法政大学工体連バレーボー
ル部OB会）でご確認ください。投稿も、お待ちしています。

文責　南澤一　95（工体連バレーボール部監督）

ソフトテニス部の1年を振り返って

現役の状況を朝賀前主将にお聞きました。『大会や合宿、スキー合
宿はクラスター発生を懸念し行いませんでした。練習はコロナが比較
的落ち着いていた時期に、校外のコートを借りて行いました。新人は
男子6人、女子4人が加入、2年生以上の脱退はありませんでした
が帰省等で部活に参加できない部員が多かったです。大学はリモート
授業がほとんどで、リアルタイムの動画配信、録画や資料配布も多い
ですが、理解するのに対面より良いものもありました。しかし学校に
行けず、友人と会えないので新たな出会いが少なく、キャンパスライ

フの楽しみが失わ
れたように思いま
す。私生活でも外
出を控え、一人時
間が増えました。
帰省していた部員
も多いですが、外
出出来ない代わり
に友人や家族との

通話が増え、外部への連絡は必要最小限で、実際に会うとなると相手
が限られました。これまで、多くの人達に会ってきましたが、実際に
関わりが必要なのは意外と少ないと感じました。』学校のコートが使え
ず、時々小金井公園等のコートで練習しているそうなので、今年はコー
ト代も支援しました。元気に活動を進めて欲しいですね。毎年12月
にOB・OG 30 ～ 40 人が参加してOB会を開催してきましたが、
昨年は中止としました。ワクチン接種を終えた？12月には開催したい
ですね。桑原OB会長がオリンピックの聖火ランナーに選ばれ、7月
18日（日）に板橋区あずさわスポーツフィールド付近で聖火リレーを
されます。無観客の可能性もあるそうですが、皆さん、応援をよろし
くお願いします。上木監督は勤務地の福島県大熊町で1,400人余を
抱え、復興の仕事に従事されています。緊急事態宣言で1～4月迄
の3ヶ月位は東京に戻れなかったそうです。現地でソフトテニスは続
けていてるそうですので、OB会で得意の「バックハンド？」を見せて
くれるでしょう。OB・OGの皆さん、現役をこれからも支援をします
ので、年会費の振込をよろしくお願いします。
 文責　高津次朗　82

コロナ以前のコンパでの笑顔
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『一生現役』の下、活動実施！のはずが

私事ですが2020年 1月に『白川郷』に旅行をし、周りは団体さ
んの『中国語』しか聞こえず『ここは日本か？』の状況に陥りました。
2月上旬に『某豪華客船』が大騒ぎになっていた時には、『コロナ』

はまだまだ対岸の火事でした。
そんな中で、2月8日にスキー部恒例の『OB・現役対抗戦』が
木島平スキー場で開催されました。往きの新幹線では、もう少しで
80歳の3代 Y大先輩からお酒とほやのつまみを頂戴し、まず一杯！。
飯山駅に着き、毎年お世話になっている『石川荘』さんでスキー服に
着替えて、軽く練習をしたあとは燗酒で昼食。いよいよ、29代Mさ
んがが現役と一緒にセットしてくれたコースで『対抗戦』がスタート。
みんなで楽しく『勝負』をしたあと、お風呂で軽く汗を流して『夕食』。
そのあとは『成績発表会と懇親会』で盛り上がりました。
年配のOB（私も含め）はすぐに『就寝』。若いOBは午前零時過

ぎまで飲み会でした。翌日は、せっかくスキー場に来たのに早仕舞し、
帰りの新幹線でまた一杯。上野駅についても蕎麦屋で一杯と楽しい日
程はお開きとなりました。
現役は大学の授業が『オンライン』となり、新入生勧誘も困難な
状況の中、学内での活動は原則禁止に追い込まれました
7月開催の『OB総会』は今年は『資料郵送方式』にせざるを得

なくなりました。
こんな時期だか

らこそとOB 会名
簿の再整備をハガ
キやメール等で実
施しました。（突然、
ハガキやメールが
送られてきたので、
OB の 中 に は
『フィッシング詐欺』
と勘違いした人も
い たことでしょ
う！？）

そんななかOB 会有
志でのゴルフ大会は、社
会的実施推奨の『三密』
を避けた中で盛大に開催
されました。
私的には10月には当
時はやりの『GoTo』を
使って奈良旅行をしまし
た。行くところ行くとこ
ろ、なぜか（タイミング
良く、悪く？）小学生の
団体と重なり、ガイドさんの案内を無料で聞かせていただきました。
年末となり12月開催の現役の『幹部交代式』も中止となり、毎
年OB会から現役へ渡す『現役支援金』も渡すことができないかと
心配されましたが、相談の上『コロナ対策』を万全に実行した上で、
現主将の岡村君と新主将の深澤君とOB会幹事との会合を我が『東
小金井駅』内の喫茶コーナーで実施しました。
新入部員は8名とのことで、未だ現役同志で顔を合わせたことも

ない状態が続いているとのことでした。また、できる範囲の部活動を
コロナ禍の中で進めていくとのことでした。
2021年となり、現役は1月の合宿は無事実施できましたが、2

月の合宿は中止に追いこまれ、3月開催の『学生スキー大会』への
参戦は見送ったとのことでした。
そして昨年は盛大に開催された『OB・現役対抗戦』は今年は残念

ながら開催できませんでした。
ということで『コロナ禍』での約1年半を振り返りますと、我々の
活動は仲間との『袖のふれ合い』が本当に大切だったのだと思い知ら
されました。自分の周りの『仲間』と一緒だったからこそ『きつい練習』
も乗り越えられ。一旦、社会に出て、それぞれの『フィールド』で活躍！
したあと、再び、一緒にいろいろなことを共有できることが本当に『有
意義で楽しく大切』なものであると気づかせてくれました。

文責　山内裕之　81

4/21 （水）第1回理事会 リモート
6/23 （水）第2回理事会 リモート
8/18 （水）第3回理事会（予定）
10/15 （金）第25回阿部鞏杯親睦ゴルフ大会（予定）
10/20（水）第4回理事会（予定）
10/22 （金）
～24（日）第28回全国卒業生の集い 栃木大会（宇都宮）

10月下旬 第4回駅伝大会・工体連OBの集い・BBQ大会・
ホームカミングデイ（予定）

1/30 （日）オール法政 新年を祝う会（グランドニッコー東京台場「パレロワイヤル」）
2/16 （水）第5回理事会（予定）

2021年度年間スケジュール 《ご参考》法政大学工体連OB会・現役各部ホームページ
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